
公民館を利用されたきっかけは？ 

中 2 の頃、うどぃのはじめての公演を大

集会室に観に来たのがきっかけです。 

 

高校の時の先輩と社会人ラグビーをしています。 

 

焼肉です♪タンとハラミが好きです。 

今お気に入りのお店は 

うどんの「いってつ」さんです。 

趣味はありますか？ 

好きな食べ物は何ですか？ 

当時、うどぃのどこに惹かれましたか？ 

かっこいい！と思って入りました。 

居心地が良く、全員で一生懸命はカッコイイ！に

惹かれました。 
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この枠に登場して頂ける団体を募集しています。 
詳しくは、公民館事務所まで。 

公民館川柳 

第 4 回のテーマは「秋」でした。 

ご応募してくださった方々ありがとうございま
した。 

皆さんの力作を全て玄関フロアに掲示させて

頂いています。 
その中から少し紹介させて頂きます。 

次回のテーマは「コロナ禍」です。

ユニークな作品をお待ちしてい

ます。 

 
＊秋祭 スマホ片手に 空を見る  
                めるも 
 
＊きちょうめん 通り過ぎても いいコロナ 
                 柳泉児 
 
＊七十が 十五にもどる 秋祭 
                春陽 
 
＊コツコツと 老妻ともに 梅雨が晴れ 
                  もと 
 
＊この秋は 紅葉狩りより コロナ狩り 
                  明生 
 
＊秋近し ノーモアコロナと 書いてみた 
             ミスター公民館 
 
＊秋きても 新コロ居すわり 冬をまつ 
                文さん 
 
＊新米の 艶と香りに ないサンマ 
                孝ちゃん 
 
＊祭声 今年は聞けない ウィズコロナ 
                祭気分 
 
＊えりんぎを 買って松茸 ごはん炊く 
                ひげじい 

能面研究会 
インタビュー 

Part.8 

趣味で始めた能面づくりの会です 
興味のある方一緒に作ってみませんか♪ 

発足から 10 年、月 2 回原則第 2・4 火曜日 

午後 1 時～5 時 工作室 1 で活動しています。 

現在 3 人で活動中。 

日本でトップクラスの実力を持つ先生に教わ

りながら堅苦しくなく、皆さん気楽に楽しく活動

されています。 

そんなメンバーの方に能面作りを始めたきっ

かけを伺がってみると、白般若の写真をみて作り

たくなった方や友達が作った作品をみて自分も

作ってみたくなった方…皆さん 60 歳を過ぎてか

ら始めたそうです。 

只今メンバー募集中♪初心者の方も大歓迎で

す。 

興味を持たれた方は公民館(072-366-0070)

まで代表者の連絡先をお問い合わせください。 

お待ちしています。 

青少年セミナー表現倶楽
部うどぃのコーディネー
トをお願いしている大阪
狭山キジムナーの会の代
表 K さんにインタビュー
しました。 

東京で仕事をしていた K さんですがこの春、大阪に移動

願いを出して戻ってきたとのこと。後輩の子どもたちの育

成に、仲間と共に熱意と情熱をもって接しているお話しを

聴いて微笑ましく思いました。 

青少年セミナー表現倶楽部うどぃは、10/25・11/1 の

舞台「ひとつ星の伝説」に向けて練習中です。毎週土曜日・

月曜日、公民館で練習していますので、見学大歓迎との事

です。応援お願いします♪ 第 3 回の掲示の様子です。 
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公民館のおもな予定 
 

【９月の予定】 休館日：３０日（水） 
18 日（金） ふれあいサロン 
[展示予定]   
9 日（水）～12 日（土） 水彩画「悠」同好会 

24 日（木）～26 日（土） 楽彩 
27 日（日）～29 日（火） 水彩画なかま 
 [公民館講座予定] 
●環境講座 Part2 5 日 
●くらまな大学 10 日・24 日 
●まなびーば sayama 16 日 

●陶芸体験講座 19 日・20 日 
●タブレット in 社会教育センター 19 日 
●HTML 25 日 

●大人のミニ地球講座 26 日 
●親まなび 27 日 
●パソコン相談 28 日 

●青少年セミナーうどぃ 
5 日・7 日・12 日・14 日・19 日・21 日・26 日・28 日  
 

【１０月の予定】 休館日はありません。  
4 日（日）  こどもまつり第 1 回企画会議 

16 日（金） ふれあいサロン 

18 日（日） ふれあいライブ 

25 日(日)  うどぃ舞台公演 

 [展示予定]  
2 日（金）～4 日（日）いきいき写真くらぶ 

6 日（火）～9 日（金）楽雅喜会 

10 日（土）～13 日（火）水彩画コスモスの会 

20 日（火）～24 日（土）七彩同好会 

[公民館講座予定] 
●ハートフルセミナー 1 日 

●HTML 2 日・9 日・16 日・23 日 ●タブレット入門 3 日・10 日・17 日 

●ワード基礎 3 日・10 日・17 日・24 日・31 日 

●こども囲碁入門講座 3 日・10 日・17 日・24 日 

●まなびーば sayama 7 日    

●くらまな大学 8 日・29 日 

●成人大学講座 10 日・17 日・24 日・31 日 

●天体観望会 11 日 

●どんとこい！介護 2020 16 日 

●陶芸体験講座 18 日・24 日 

●パソコン相談 26 日  

●親まなび 31 日 

●青少年セミナーうどぃ 

3 日・5 日・10 日・12 日・17 日・19 日・24 日・26 日 31 日 

8 月 31 日現在 
※公民館講座参加には事前申込が必要です。 

既に募集が終わっている講座もありますので、詳しくは公民館迄お
問合わせください。 

※諸事情により予定が変更になる場合があります。 

開館日・開館時間 

月曜日～日曜日の午前９時～午後９時 
休館日:月末日(土日祝・振替休日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～翌年１月４日) 
※貸館使用時間は午前[午前９時～午後０時]、午後[午後１

時～５時]、夜間[午後６時～９時]に区分されています。
利用料金も異なりますので、詳しくは、公民館事務所ま
でお問合わせください。 

《第４５号》 

こうみんかん通信 

※詳しくはポスター・チラシをご覧頂くか、 
公民館（366-0070）までお問い合わせください。 

9 月 1 日から公民館秋冬講座、参加募集始まり
ます♪ 
各戸配布の市広報誌折り込みの『公民館だより』
もしくは、公共施設に置かせて頂いているチラ
シ等で詳細をご確認の上、ぜひご参加ください。 
 

この夏、事務所前の花壇に背の
高い、大きな向日葵が咲きまし
た♪園芸好きの館⾧が今年も
タネからまいて育てました!来年
もお楽しみに! 

・夏の公民館開放 day☆ 

・夏の子どもノーベル賞講座 in 社会教育センター 

・そらをまとうフラッグづくりワークショップ 

・夏休み学習会 2020「光るどろだんごを作ろう」 

今年は短い夏休みでし

たが、子どもたちが密

を避けながら元気に遊

びに来てくれました♫ 

 

夏の子ども講座開催しました♪ 

公民館秋冬講座募集開始! 


